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佐賀県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体 

特定非営利活動法人 被害者支援ネットワーク佐賀ＶＯＩＳＳ 会報 

 

 

 

 

 

犯罪被害者等早期援助団体指定 記念特集号 

VOISS・ボイスとは、Voice of Isolated Survivor, Support の頭文字を取ったものです。 

孤立した被害者（自己の尊厳を回復しようとしているサバイバー）の声を尊重していきたいとする、会の原点を表した愛称です。 
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悲しみの果てに 
 

泣いてもいいですか。 

泣き続けています。 

涙枯れ果てても心は泣いています。 

泣いてもいいですか。 

泣いてもいいのです。 

温かな言葉になおさら泣けてきます。 

あなたといつかは 

笑って会いたい 

一歩 一歩 歩いていきます。 

 

生きてていいですか。 

生き続けていきます。 

望をなくしてもこうして生きています。 

生きてていいですか。 

生きていてください。 

悲しみの果てから生まれる力がある。 

あなたの分まで 

一緒に生きたい 

一歩 一歩 思いをこめて 

一歩 一歩 歩いていきます。 
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安心が、伝わるカタチ。 

 

 

 

 

 

 

佐賀県知事  古川 康  

             

              

  

「安心して相談できる」というのは、相談機関にとってとても大切なことです。 

 犯罪被害者になるというのは、ほとんどの人にとって一生に一度あるかないかのこ

と。ある日突然自分をおそった不幸の中、これまでまったく接点のなかった団体に「相

談してみよう」と決断するのは、とても大きな勇気が要ります。 

 

 被害者支援ネットワーク佐賀ＶＯＩＳＳが、県の施設である佐賀中部保健福祉事務

所別館に拠点を移した年、私が事務所を訪問した際、藤林理事長は、移転前より相談

件数が増えた話をされました。公的機関の隣に事務所があることが安心して相談でき

る印象を与えたのでしょう。 

 

 そしてこの度、佐賀ＶＯＩＳＳは、佐賀県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助

団体」の指定を受けられました。この指定によって、これから相談される方が一層の

安心感を得られ、被害直後の早い段階からの支援など対応の充実につながるものと、

県といたしましても大変心強く感じております。 

 

 佐賀ＶＯＩＳＳのパンフレットに描かれた、両手でやさしく包み込むことによりハ

ートが心穏やかに安らいでいるイメージデザインは、佐賀ＶＯＩＳＳの支援の思いを

よく表していると思います。 

 

 犯罪被害者等早期援助団体となられたことで、そのあたたかい支援の手をさしのべ

る機会が増え、一人で苦しい気持ちを抱えこんでしまう方が少しでも減ってくれるこ

とを心から願っています。 
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高まる県民の期待に応えるために 

 

   
 

 

この度、佐賀ＶＯＩＳＳが犯罪被害者等早期援助団体となられましたことを、佐賀

県公安委員会を代表して、心からお祝い申し上げます。 

 

 佐賀ＶＯＩＳＳの活動は、平成１２年の設立以来、犯罪被害に関する相談や裁判所

への付き添いなどの直接支援を始め、きめ細かい支援活動への積極的な取組が高く評

価されてきたところであります。 

 

 これもひとえに、犯罪被害相談員と直接支援員等の皆様方の熱意と献身的な努力の

たまものであり、心から敬意を表する次第であります。 

 

 犯罪被害者等早期援助団体の指定制度は、犯罪被害者等への支援活動を、被害直後

の早い段階から行えるようにするためのものであり、佐賀ＶＯＩＳＳに対する県民の

期待は、ますます高まっているものと思います。 

 

 犯罪被害者等に対する支援は、関係機関・団体が緊密に連携することが重要であり

ますことから、佐賀県公安委員会といたしましても、佐賀ＶＯＩＳＳが、その機能を

十分に発揮され、より一層充実した活動が推進されるよう支援していく所存でありま

す。 

 

 今後とも、佐賀ＶＯＩＳＳが犯罪被害者支援の中核として、より一層、充実した支

援活動が展開されることを期待しております。 

 

              

  

 

佐 賀 県 公 安 委 員 会 

委 員 長   内 田   健 
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犯罪被害者支援の良きパートナーとして 

  

佐賀ＶＯＩＳＳが犯罪被害者等早期援助団体として佐賀県公安委員会の指定を受けられましたこ

とを、佐賀県警察を代表いたしまして、心からお喜び申し上げます。 

 佐賀ＶＯＩＳＳにおかれましては、平成 12年に任意団体として被害者やその御遺族に対する支援

をスタートされて以来、熱意ある職員の皆様の御尽力により、被害者やその御遺族の立場に立って

きめ細やかな支援活動を続けてこられたわけであります。ここに改めて敬意と感謝を申し上げる次

第であります。 

 全国的に見てみますと、殺人事件等の凶悪事件や多数の死傷者を伴う交通事故が発生していると

ころであり、本県におきましても刑法犯認知件数こそ減少傾向にあるものの、子どもや女性が被害

者となる犯罪が依然として発生しているほか、悲惨な交通死亡事故が後を絶たない状況にあります。 

 このような事件や事故により、何の前触れもなく、突然、被害者や御遺族となられた方々は、一

生癒えない傷を抱えながら生活をされている現状にあります。 

 県警察におきましては、平成 23年３月に閣議決定された「第２次犯罪被害者等基本計画」を踏ま

え、平成 24年１月、「佐賀県警察犯罪被害者支援要綱」を改正し、刑事手続きの流れや相談窓口等

の説明の充実、病院における診断書料等を公費で負担する制度の拡充など、被害者や御遺族の皆様

の立場に立った各種被害者支援活動を推進しているところであります。 

 しかしながら、被害者や御遺族の方が必要とする支援の内容は、生活上の支援を始め、医療や裁

判に関することなどを始めとして多岐にわたっており、これらにきめ細やかに対応していくために

は、警察を含め関係する機関や団体、そして地域の方々が力を合わせていくことが必要不可欠であ

ります。 

 この度、佐賀ＶＯＩＳＳが犯罪被害者等早期援助団体として、佐賀県公安委員会の指定を受けら

れたのは、指定の要件を満たす充実した組織であることはもとより、これまでの実績が認められた

ということであり、犯罪被害者支援に取り組むパートナーとして、誠に頼もしく感じているところ

であります。 

 佐賀ＶＯＩＳＳが犯罪被害者等早期援助団体となられたことにより、被害者やその御遺族は、被

害後の早期の段階から、きめ細やかな専門的な支援を受けることが可能となるなど、被害者支援の

一層の充実が期待できるところであります。 警察としましては、必要な情報の提供を始め、佐賀

ＶＯＩＳＳの活動に引き続き積極的に協力をしてまいりたいと考えております。皆様との連携によ

り、途切れることのないきめ細やかな被害者支援に努め、被害者やその御遺族の御期待に応えてい

く所存でありますので、今後とも御協力をお願いいたします。 

佐 

佐賀県警察本部長本部長  内藤 浩文 
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支援を届けるための大きな一歩 

        

  

 

                       

 

 

被害者支援ネットワーク佐賀ＶＯＩＳＳ 

理事長  藤林 武史 

 

                                      

佐賀ＶＯＩＳＳが発足した平成 12 年は、被害者を支援するということがまだ社会にとってな

じみのなかった時代でした。被害を受けることで奪われるのは、いのちやからだ、そして、家

族。さらに、個人の尊厳、将来への希望、あたりまえに生きていく権利までも奪われてしまう

ことさえあります。被害を受けたことで、社会的に好奇の目に晒された方、それまでの通常の

人間関係が一変してしまった方、被害を受けたことを誰にも語ることができないままの方、支

援があるということも知らないままの方、そんな方々が多数いらっしゃいます。私ども佐賀Ｖ

ＯＩＳＳが支援という縁でつながることができたのは、本当に必要としている人のごく一部で

あり、まだまだ苦しみの中にとどまっている方は大勢いらっしゃると思われます。 

このたび、佐賀県警察本部や佐賀県・各市町をはじめとする行政機関や、医師会や弁護士会

等の関係団体、「一歩の会」等の自助グループと共に歩んできた実績を佐賀県公安委員会より認

めていただき、早期援助団体に指定していただきました。このことは、今まで支援の手が届か

なかった被害者の方に、円滑な、そしてきめ細かな支援を届けることができる大きな一歩と思

っています。被害を受けた人が、尊厳をもって生活できる社会、そして、支援を活用すること

があたりまえの権利となる社会、そのような社会を目指して、これからも相談しやすさ、支援

内容の充実、そして支援ネットワークの広がりに尽力してまいります。今後ともよろしくお願

い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（犯罪被害者等早期援助団体とは） 

犯罪被害等を受けた直後の被害者は、混乱やショック状態にあって、自ら必要性を判断

して援助を求めることが困難な場合があることから、犯罪被害者等早期援助団体から被害

者に対して積極的にアプローチして援助を行うことができるよう、警察は犯罪被害者等早

期援助団体に対し、被害者の同意を得て、当該被害者の氏名及び住所その他当該犯罪被害

の概要に関する情報を提供することができることとされています。そのため、都道府県公

安委員会は、法律に基づき、支援事業を適正かつ確実に行うことができると認められる非営利

法人を、犯罪被害者等早期援助団体として指定することができることとされています。 
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全国犯罪被害者支援フォーラム２０１１及び秋期全国研修会の開催について 

11 月 16 日（金）佐賀市アバンセホールで

佐賀県、佐賀県警察本部、被害者支援ネット

ワーク佐賀 VOISS の主催で犯罪被害者支援

フォーラム 2012 を開催しました。 

 主催者からの挨拶後、講演に先立ち、佐賀

県公安委員会から佐賀 VOISS に対し、犯罪

被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等

の支援に関する法律第２３条第１項に基づく

「犯罪被害者等早期援助団体」としての指定

を受けました。 

 

 

 第一部では、大阪教育大附属池田小学校児童殺傷事件の遺族 本郷紀宏さんに「子どもの安全を

守る ～悲劇を繰り返さないために～」と題して講演をいただきました。 

 

本郷さんは、2001 年 6 月 8 日、附属池田

小児童殺傷事件で、当時小学２年生だった最

愛の娘・優希さんを喪いました。つらい記憶

でしたが、子どもたちを守るために、事件を

伝える必要と責任を感じていらっしゃるそう

です。「どんなに我が子を愛していようが、そ

れだけでは子どもの安全は守れない」危機意

識を持つことが大切と語られました。 

第一部 本郷紀宏さんご講演の様子  

 

 第二部では、 

 

大阪被害者支援ｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰｾﾝﾀｰ代表理事   堀河 昌子さん 

佐賀県臨床心理士会被害者支援部会理事  末安 直子さん 

弁護士・社会福祉士           江越 正嘉さん 

自助グループ「一歩の会」代表      古川 誠 さん 

コーディネーター（精神科医、被害者支援ネットワーク佐賀 VOISS 理事長  藤林 武史 

 

による、「社会全体で被害者を支えるまちづくり」と題したシンポジウムを実施、遺族や支援団体、

専門家等の取組を紹介していただきました。 

指定書交付式の様子 
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堀河昌子さん 「長期支援に民間の意義」 

犯罪被害を受けると、精神的にも身体的に

も社会的にも経済的にもさまざまな問題が生

じる。問題の解決はとても一人ではできない。

多くの人の支えで被害回復を図ることが必要

になる。民間の被害者支援は、きめ細かく長

期にわたってできることに意義があり、同じ

市民としてフラットな関係で信頼関係を築き

やすいのではないか。大事なことは各関係機

関と良い連携を築き、対等な信頼関係を保つ

こと。 

 

 

末安直子さん 「生活面のケアが不可欠」 

 十数年前、金融機関に勤めていて強盗事件に遭遇した。被害者は事件後、自分の心身がどう変化

していくのか、何が必要な情報なのかが分からない。そして、徐々に生活ができなくなっていく。

被害者支援では心のケアが強調されるが、日常生活ができなくなることが一番大きな影響を受ける。 

 

江越正嘉さん 「時期を逃さない体制を」 

 弁護士には加害者である被告人を弁護する役割があり、被害者の支援はまだまだ遅れている。制

度ができて日が浅いこともあるが、実際には弁護士まで被害者の声が届いていないと感じる。被害

者参加制度で弁護士を付けたとしてもタイミングが遅ければ、例えば被告人尋問ができない場合も

ある。時期を逃さない体制づくりが大切。 

 

古川誠さん 「早い段階での連絡必要」 

 長女は 1999 年８月８日、自宅近くの交差点で大型クレーン車にはねられた。私と妻は駆け寄り、

処置をして病院に運んでもらったが、その日の記憶はない。被害者は事件後、当面は何も考えられ

ない。支援団体の方からできるだけ早く連絡をとっていただき、いろんな要望を聞いていただけれ

ば、被害者は助かる。 

 

と語られました。 

 

 フォーラムでの講演内容は、犯罪被害者週間の初日である１１月２５日付け佐賀新聞の「論論ワ

イド」で大きく掲載されるとともに、地域の話題「ニュースこの人」の欄に犯罪被害者等早期支援

団体に指定された被害者支援ネットワーク佐賀 VOISS の理事長藤林武史が紹介されました。 

 

 

第二部 シンポジウムの様子 
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 Ｈ24 年度サポーター養成講座は、アバンセ第 4 研修室にて下記の通り行いました。 

回 日時 
テーマ 

時間 
初級 継続 

1 6月 29日 

開 講 式 

  

1 

基礎講座 被害者の支援 

警察による犯罪被害者支援 

県警広報県民課（寺脇明範課長補佐） 

2 7月 13日 

基礎講座 知識・連携 
  

2 
「VOISSの活動」 組織の在り方 

田口副理事長 髙森相談員 

行政の役割と連携 
3 

佐賀県くらしの安全安心課（原恭二参事） 

3 7月 27日 

基礎講座 被害者を支援するための制度 
  

4 
基本的な法律と制度 

小畑雄一郎弁護士（佐賀県弁護士会被害者支援委員会） 

団体として提供するサービス 
5 

入山相談員（臨床心理士） 

4 8月 10日 

基礎講座 被害者への支援 
  

6 
被害者の声を聞く 

（北村さん） 

被害者への関わり方、二次被害の実態 
7 

九州産業大学 森川友子准教授 

5 8月 24日 

基礎講座 被害者への支援 
  

8 
日常生活支援の方法 

武庫川女子大学 大岡由佳講師 

社会資源の活用と連携 
9 

武庫川女子大学 大岡由佳講師 

6 9月 7日 

実務研修 
  

10 
関係機関の役割（検察庁見学） 

検察庁担当官・事務局 

（裁判所・法廷見学） 
11 

裁判所担当官・事務局 

7 9月 21日 

実践講座 被害者への支援 
  

12 
電話相談の実務 被害者支援の意義と必要性 

熊本支援センター高橋久代相談員 田口副理事長（臨床心理士） 

ロールプレイ 被害者の現状と心理 
13 

熊本支援センター高橋久代相談員 田口副理事長（臨床心理士） 

8 10月 5日 

実践講座 被害者への支援 

  

14 

カウンセリングの実務 精神症状と相談対応 

伊藤理事（臨床心理士） 
中島由紀子専門心理判定員（県精神保健福祉

センター） 

メンタルヘルスについて 自助グループ 
15 

伊藤理事（臨床心理士） 髙森相談員 

9 10月 19日 

実践講座 支援者の自己理解 
  

16 
傾聴の意義と技法 支援者の倫理 

髙松真理さん（臨床心理士） 才津相談員（臨床心理士） 

ロールプレイ 自分に気づく演習 
17 

髙松真理さん（臨床心理士） 才津相談員（臨床心理士） 

10 11月 16日 犯罪被害者支援フォーラム 2012～社会全体で被害者を支える街づくり～ 18/19 

11 12月 7日 

基礎講座 支援者の自己理解 
  

20 
被害者支援における連携の重要性 支援者自身のストレスマネージメント 

髙森相談員 田口副理事長（臨床心理士） 

閉 講 式   
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平成２４年６月２９日（第１回）から始まりました平成２４年度のサポーター養成講座は１２月

７日（第１１回）をもって終了いたしました。最盛時は２１人の参加者がありました。 

閉講式では、全日程を修了され、初級の３人に「サポーター養成講座修了証」、継続の３人に「直

接支援員養成講座修了証」が授与されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 平成 24 年 9 月 28 日（金）東京都千代田区イイノホールにおいて、認定特定非営利活動法人 全

国被害者支援ネットワーク、日本被害者学会、公益財団法人犯罪被害救援基金及び警察庁の主催で

「子どもの犯罪被害とその支援」をテーマとしたフォーラムが開催されました。 

 また、フォーラムに引き続き 9 月 29 日（土）と 30 日（日）の両日は、秋期全国研修会が開催さ

れ、パネルディスカッション「連携を生み出す 3 つの実践例から～点から線へ、線から面へ」や、

分科会が行なわれました。佐賀 VOISS からは犯罪被害相談員の岩田、入山が参加しました。 

相談員としての資質については、支

援員としてのモデル像をもちつつ、自

己チェックを続け更なる研鑚をつまね

ばとしみじみ思います。 

感じているが表現されていないニ

ーズを引き出し、生活支援につなげる

のは高いコミュニケーションの技術

が必要なのではないかと思う。 

養成講座を受講させていただき大変

勉強になり自分の中の気持ちも気が付

くことができました。ありがとうござ

いました。 

（ＶＯＩＳＳの）活動内容について

は支援者の要望に応えるために多大な

る労力と知識が必要であることが分か

る。 



２０１２     第４０号    ＶＯＩＳＳ   

 

- 10 - 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

平成 24年度児童虐待防止専門講座として下記の通り 4回の講座を開催いたしました。今年度のテ

ーマは「守ろう！佐賀の未来～子どもの養育を考える」でした。受講参加人数は延べ 923名です。 

 

回 日  程 演   題 講  師 会 場 対象者     

１ ７月２０日 
すべての子どもが生まれてきてよかっ

たと感じる子ども時代を 

重永 侑紀さん 

ＮＰＯ法人にじい

ろＣＡＰ代表 

メートプラザ 
民生・児童委員、

主任児童委員 

２ ８月２８日 

学校にできる児童虐待防止の取り組み

～子どもたちの対処能力の向上に向け

て～ 

奥村 賢一さん 

福岡県立大学講師 

ほほえみ館 

きらきら学習ルーム 

小学校・中学校教

頭先生 

３ ９月２９日 
子育て支援の意義を確認する～子ども

の虐待と癒されない傷～ 

友田 明美さん 

福井大学教授 
アバンセホール 

母子保健推進員、

助産師、保健師、

保育士、幼稚園教

諭、医療関係者 

４ １１月５日 

第１部 家族の養育機能の回復を目

指して～「見守る」から「支える」～ 

第２部 トークセッション 

西澤 哲さん 

山梨県立大学教授 
佐賀市文化会館 一般・関係機関 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

活動内容 
 

殺人 傷害 性犯罪 DV 児童虐待 その他 計 

相談活動 電話相談 ５ １１ ３２ １０３ １３ １８１ ３４５ 

  電子メール相談 ８ ０ １ １３ ３ ８ ３３ 

  面接相談 ０ ０  １ ４ ２ ３ １０ 

小計   １３ １１ ３４ １２０ １８ １９２ ３８８ 

直接支援 裁判傍聴付添い ０ ０ １ ２ ０ ０ ３ 

  他機関付添い ０ ０ ０ １ ０ ０ １ 

  病院付添い ０ ０ １ ０ ０ ０ １ 

  証明書代理手続き ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

  自助グループ支援 １ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

  その他 ０ ０ ０ １ ０ ０ １ 

小計   １ ０ ２ ４ ０ ０ ７ 

合計   １４ １１ ３６ １２４ １８ １９２ ３９５ 

    
平成２４年１２月 ３日現在 

感想のご紹介 

・「よく相談してくれたね」と言ってなかった。「あなたが悪い」とはよく言ったと反省。（第 1 回） 

・学校の safety net について考えるよい機会になりました。もう一度 network を作り直してみます。（第 2 回） 

・虐待が脳に影響を与えるということは、考えたこともなかったが、いかに虐待が精神的、肉体的に悪影響を与

えているか具体的に分かった。（第 3 回） 

・「育て」→「育ち」一字違いでも全く中身の違ったものでしたね。行動への一歩になりました。（第 4 回） 
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犯罪被害者支援フォーラム 2012 が 11 月 16 日に開催され、佐賀ＶＯＩＳＳが県公安

委員会より早期援助団体として指定いただきました。一歩の会としても大変心強く嬉し

く思います。 

山口公安委員が指定書を交付される時の言葉が丁寧で重々しくＶＯＩＳＳに託され

ている気持ちがひしと私たちにも伝わり感動しました。 

又、会場で「悲しみの果てに」の歌が歌手顔負けの素晴らしい声の弁護士さんを中心

に初めて披露された時、被害者のその心情をうたった歌詞に涙してしまいました。 

11 月 5～6 日と東京での自助グループ継続研修会へ参加してきました。自助グループ

の進め方、ロールプレイによる模擬自助グループともろもろ講義がありました。各地か

ら受講される皆様は意欲充分でこれから自助グループをどう立ち上げ、また、運営して

いくか、あつい人ばかりで圧倒されました。 

ふりかえり、一歩の会のこれまでの在り方を反省しつつ、独自性をもって今までの方

法で進めていこうと話しました。 

今年は近年にない厳しい寒い冬になりそうです。皆様お体を大切にお過ごし下さい。 

 
一歩の会活動報告 

 
８月   

 

９月 
1 日 一歩の会 定例会 

5 日 福岡少年院 講話 

7 日 武雄裁判所 傍聴 

            8 日 西日本新聞 取材 

13 日 麓刑務所 講話 

25 日 武雄裁判所 傍聴 

 

         １０月 
23 日 県警警察学校 講話 

      

 １1 月 
 5～6 日 自助グループ継続研修会 東京 

8 日 西日本新聞 取材 

10 日 一歩の会 定例会 

16 日 犯罪被害者支援フォーラム 2012 

17 日 世界道路交通被害者の日キャンドルナイト in福岡 2012 

 
～第 6回出前講座の予告～ 

次回は 2 月に吉野ヶ里町で開催いたします。被害者の声に耳を傾け、コミュニティでできる

支援について一緒に考えていきませんか。 

詳細はホームページをご確認いただくか、事務局までお問い合わせください。 
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  平成 24年度ＶＯＩＳＳ会員ご入会のお礼 

 

 

 

                               （敬称略、順不同） 

 

○【正会員 団体】 

佐賀県臨床心理士会、医療法人 源勇会 

 

 

○【賛助会員 団体】４３口 

監察課、会計課、生活安全企画課、少年課、刑事企画課、 

捜査第一課（２口）、捜査第二課、組織犯罪対策課、 

科学捜査研究所、交通指導課、交通規制課、 

運転免許課（２口）、交通機動隊、高速道路交通警察隊、 

警備第一課、警備第二課、機動隊、警察学校、諸富警察署、 

神埼警察署、鳥栖警察署（３口）、小城警察署（２口）、 

唐津警察署（１０口）、伊万里警察署（２口）、武雄警察署、 

鹿島警察署、（有）三協広告社、佐賀県公安委員会。 

 

 

○【正会員】 

佐賀県警察正会員（22 人）、藤野恵子、立石晃一、古館佐津喜、才津文子、大和幸四郎、 

豊田俊明、島田浩二、永田潔治、篠原祐享、谷川弘幸、桑原貴洋、後藤明子、櫻田康則、 

焼山敏晴、中村孝、小川博文、宮田慶彦、三竿博史、中島由紀子、蒲原晃嗣、原恭二、 

金﨑春海、太田記代子、西依健、吉永正、山口由美子、他１人。 

 

 

○【賛助会員】１０７口 

佐賀県警察賛助会員（94 人）、山﨑万里子、桑原健、染川浩美、日高みちえ、片渕弘晃、 

半田望（２口）くりやま花店、吉木清子、橋本高宏、丸山悦子、林田奈津子、他１人。 

 

 

○【県警寄付】 

少年課、生活環境課、捜査第一課、鑑識課、佐賀署警務課、佐賀署留置管理課、佐賀署 

会計課、佐賀署生活安全課、佐賀署刑事第一課、佐賀署刑事第二課、佐賀署交通第一課、 

佐賀署交通第二課、佐賀署警備課、佐賀署地域課企画指導係・パト係、佐賀署佐嘉神社 

角交番、佐賀署佐賀駅前交番、佐賀署日の出交番、佐賀署下田交番、佐賀署本庄交番、 

佐賀署兵庫交番、佐賀署開成交番、佐賀署鍋島交番、佐賀署大和交番、佐賀署・駐在所、 

鳥栖警察署、小城警察署員（1 人）、白石警察署員（20 人）。 

 

Ｈ24.7.21～Ｈ24.11.30迄に入会の方です 

ご協力ありがとうございました 
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1日 フォーラム打ち合わせ 

2日 全国共通DVホットライン 

4日 運営会議 

8日 吉野ヶ里町要保護児童対策地域協議会 

10日 サポーター養成講座（第4回） 

11日 イオンイエローレシートキャンペーン 

16日 全国共通DVホットライン 

20日 直接的支援 

24日 サポーター養成講座（第5回） 

育児支援事例検討会 

25日 スーパービジョン 

     ファンドレイジング佐賀モデル構築事業研修会参加（1） 

26日 ファンドレイジング佐賀モデル構築事業研修会参加（2） 

28日 第2回児童虐待防止専門化講座（ほほえみ館） 

理事会 

30日 全国共通DVホットライン 

 

  

 

1日 運営会議 

6日 全国共通DVホットライン 

7日 サポーター養成講座（第6回） 

11日 イオンイエローレシートキャンペーン 

12日 直接的支援 

14日 九州・沖縄ブロック事務局長会議（福岡） 

19日 白石町出前講座（福富ゆうあい館） 

20日 全国共通DVホットライン 

    ファンドレイジング佐賀モデル構築事業研修会参加（3） 

21日 サポーター養成講座（第7回） 

    ファンドレイジング佐賀モデル構築事業研修会参加（4） 

22日 スーパービジョン 

26日 小城市要保護児童対策地域協議会実務者会議 

28日 全国犯罪被害者支援フォーラム（東京） 

30日 秋期全国研修会（東京） 

29日 第3回児童虐待防止専門化講座（アバンセ） 

   

 

4日 全国共通DVホットライン、 

命の大切さを学ぶ教室（北波多中学校） 

5日 サポーター養成講座（第8回） 

   育児支援事例検討会 

6日  運営会議 

11日 イオンイエローレシートキャンペーン 

12日 直接的支援 

16日 警察学校より研修 

18日 佐賀市要保護児童対策地域協議会第2回実務者会議 

    第1回DV関係機関実務者研修 

    全国共通DVホットライン 

    ファンドレイジング佐賀モデル構築事業研修会参加（5） 

19日 サポーター養成講座（第9回） 

    ファンドレイジング佐賀モデル構築事業研修会参加（6） 

23日 フォーラム打ち合わせ 

27日 スーパービジョン 

30日 サガ・ライトファンタジー 広報活動 

31日 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ 広報活動 

 

 

5日 第4回児童虐待防止専門化講座（佐賀市文化会館） 

5～6日 自助グループ継続研修会（東京） 

6日 運営会議 

7日 支援自販機広報 

9日 ファンドレイジング佐賀モデル構築事業研修会参加（7） 

10日 ファンドレイジング佐賀モデル構築事業研修会参加（8） 

12日 育児支援事例検討会 

15日 全国共通DVホットライン 

16日 犯罪被害者支援フォーラム（アバンセ） 

    犯罪被害者等早期援助団体 指定書交付式 

17日 スーパービジョン、ゆめタウン佐賀 広報活動 

25日 イオンモール佐賀大和 広報活動 

27日 ゆめタウン佐賀 広報活動 

28日 命の大切さを学ぶ教室（東脊振中学校） 

   ファンドレイジング佐賀モデル構築事業研修会参加 

29日 有田町出前講座（有田町生涯学習センター） 

30日 サポーター養成講座修了者等選考委員会 

8月 

９月 

10月 

11月 
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8/24 サポーター養成講座（第5回 大岡由佳さん） 

 

 

9/29 第3回児童虐待防止専門化講座（友田明美さん） 

 

 

10/31 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ 広報活動 

 

 

9/21 サポーター養成講座（第7回 高橋久代さん） 

 

 

10/4 命の大切さを学ぶ教室（北波多中学校） 

 

 

11/5 第4回児童虐待防止専門化講座（西澤哲さん）
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11/16 犯罪被害者支援フォーラム（本郷紀宏さん） 

 

 

11/25 イオンモール佐賀大和 広報活動 

 

 

11/28 命の大切さを学ぶ教室（東背振中学校） 

 

 

11/16 犯罪被害者等早期援助団体指定書交付 

  

 

11/27 ゆめタウン佐賀 広報活動 

 

 

11/29 有田町出前講座
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1） 佐賀トヨペット（株） 

2） 佐賀女子短期大学 

3） （有）大町自動車学校 

4） （株）武雄自動車学校 

5） （有）虹の松原自動車学校 

6） 篠原宅（鳥栖） 

7） 川久保自動車教習所 

8） （社）建設業協会佐賀 

9） 弘学館中・高校学校 

10） 東京海上日動ファシリティーズ（株）九州支店 

11） 三井住友海上火災保険（株）佐賀支店  

12） こが医療館クリニック 

13） 嘉瀬川リバーサイドゴルフ場  

14） ゆめタウン佐賀  

15） 石丸自動車 

16） （医）嬉野温泉病院新病棟３階  

17） （医）嬉野温泉病院新病棟４階 

18） （株）佐電工      

19） （医）永田天寿堂医院  

20） 佐賀競馬組合 

21） 養護老人ホーム松尾山大成園 

22） 大坪石材（株）   

23） 佐賀県警察本部 １F 

24） 唐津警察署 

25） （株）唐津自動車学校 

26） 佐賀整肢学園こども発達医療センター 

27） （株）SUMCO九州事業所長浜工場 

28） （株）SUMCO九州事業所佐賀工場 

29） 松尾・中野建設特定建設工事共同企業体 2台 

30） 松尾・牟田特定建設工事共同企業体  他  

        計32機（順不同）   

 

 

 

 

 

 

 

～ 会 員 募 集 ～ 

会員になってＶＯＩＳＳの活動を支えてください。また、寄付も随時受け付けています。 

【年会費】 賛助会員   個人 １口 2,000円   団体 １口10,000円 

【郵便振替口座】 ０１７４０－７－８０１６ 

 
【発 行】  特定非営利活動法人 被害者支援ネットワーク佐賀VOISS  

代 表 藤 林 武 史 

   〒849-0925 佐賀市八丁畷町１－２０ 

 【事務局】  TEL/FAX （０９５２）３３－２１３０ 

E-mail  voiss@f3.dion.ne.jp 

             ホームページ http://www.f3.dion.ne.jp/~voiss

 

                                      

 

支援自販機設置企業等紹介 

 

支援自販機 

設置先募集!! 


